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1.本年度の研究成果 

さまざまな抗悪性腫瘍薬がまねく認知機能障害と療養生活の質の低下の程度、その機序を明らかす

ることを目標に、以下の項目ごとに計画を策定し、研究を実施した。 

1.療養生活の質と認知機能の縦断評価と有効な緩和ケア技術の開発 

本研究の対象症例の選定にあたり最近 3 年間の乳癌症例の化学療法、手術内容を抽出し、実施可能

性を検討した。その結果、70 歳以上、両側乳癌、Stage IV を除くと年間 160-200 例の乳癌手術症例があ

り、このうち化学療法施行例は術前後で合わせて約 50％であった． 

また本研究に関連して、がん患者に合併する抑うつに対して有用性が確認されているスクリーニング介

入法を、各施設に導入するための実施マニュアルを作成することを計画している。本年度は、エキスパー

トコンセンサスにより、実施マニュアルの内容、章立てを決定した。 

2.療養の質と脳機能との関連性の検討 

静磁場強度 3.0 Tesla の磁気共鳴画像装置を用い、point resolved spectroscopy (PRESS)法によって、

溶液ファントム内のγアミノ酪酸（γamino-butyric acid, GABA）の高感度検出に成功した。 

3.化学療法による脳機能障害機序の検討 

抗がん剤治療による味覚障害発症における亜鉛欠乏の意義を明らかにするために、亜鉛欠乏・シス

プラチン投与マウスモデルによる検討を行った。亜鉛欠乏下でシスプラチン投与を行うと神経線維の変

性が生じ、味覚低下が確認され、亜鉛の補充により抗がん剤治療に伴う味覚障害を改善できる可能性が

示された。 

 

2.研究成果の意義及び今後の発展性 

研究の実施可能性を検討した結果、術後補助化学療法内容が昨年からアンスラサイクリン系からタキ

サン系へシフトしていることが明らかとなった。化学療法の違いによる対象の器質的脳構造変化、認知機

能に対する影響を対象症例設定にあたりどのように評価するか、同じくパクリタキセルによる末梢神経障

害が長期に及ぶ影響をどのように評価するかが研究デザイン上重要であることが明らかとなった。 

また、同時に作成を進めるマニュアルにおいては、がん患者には抑うつが高頻度に合併するにも関わら

ず、介入が行われずにされているケースが多いことが問題となっていた。実施マニュアルの作成により、

スクリーニング法の全国多施設への均てんが可能となり、抑うつの適切なケア導入に寄与すると考えられ

る。 

脳機能との関連においては、ヒト脳内の GABA 測定に向けて、信号検出感度に関する基礎的なデータ

が得られた点で意義が大きい。今後は PRESS 法にスペクトル編集モジュールを印加した MEGA-PRESS

法を導入し、さらに GABA の検出能を高めてゆく予定である。 

 

3.論理面への配慮 

当面、ヒト脳の代謝物環境を模擬したファントムを対象に、in vitro 実験を繰り返し GABA 計測法の確

立を目指す。ボランティアを対象に脳を計測する際は、当施設の倫理委員会に承認された実験プロトコ

ルを遵守する。研究に際しては、厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」を遵守する。プライバシー



守秘に関して十分に配慮し、個人情報を取り扱う場合、倫理審査委員会の承認を得て実施するほか、教

育及び作業管理を徹底し、情報漏洩を防止する。 
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